
第５９回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 日程表

　　　＜　　１　部　　＞

日　付

会　場

TO 日女体大 会場 早稲田大 TO 筑波大 会場 玉川大 TO 松蔭大 会場 専修大 TO 拓殖大 会場 白鷗大

TO 早稲田大 会場 日女体大 TO 玉川大 会場 筑波大 TO 専修大 会場 松蔭大 TO 白鷗大 会場 拓殖大

TO 日女体大 会場 玉川大 TO 筑波大 会場 早稲田大 TO 松蔭大 会場 白鷗大 TO 拓殖大 会場 専修大

TO 玉川大 会場 日女体大 TO 早稲田大 会場 筑波大 TO 白鷗大 会場 松蔭大 TO 専修大 会場 拓殖大

TO 日女体大 会場 専修大 TO 筑波大 会場 白鷗大 TO 松蔭大 会場 早稲田大 TO 拓殖大 会場 玉川大

TO 専修大 会場 日女体大 TO 白鷗大 会場 筑波大 TO 早稲田大 会場 松蔭大 TO 玉川大 会場 拓殖大

TO 日女体大 会場 白鷗大 TO 筑波大 会場 専修大 TO 松蔭大 会場 玉川大 TO 拓殖大 会場 早稲田大

TO 白鷗大 会場 日女体大 TO 専修大 会場 筑波大 TO 玉川大 会場 松蔭大 TO 早稲田大 会場 拓殖大

TO 日女体大 会場 拓殖大 TO 筑波大 会場 松蔭大 TO 白鷗大 会場 早稲田大 TO 専修大 会場 玉川大

TO 拓殖大 会場 日女体大 TO 松蔭大 会場 筑波大 TO 早稲田大 会場 白鷗大 TO 玉川大 会場 専修大

TO 日女体大 会場 松蔭大 TO 筑波大 会場 拓殖大 TO 白鷗大 会場 玉川大 TO 専修大 会場 早稲田大

TO 松蔭大 会場 日女体大 TO 拓殖大 会場 筑波大 TO 玉川大 会場 白鷗大 TO 早稲田大 会場 専修大

TO 拓殖大 会場 松蔭大 TO 筑波大 会場 日女体大 TO 早稲田大 会場 玉川大 TO 専修大 会場 白鷗大

TO 松蔭大 会場 拓殖大 TO 日女体大 会場 筑波大 TO 玉川大 会場 早稲田大 TO 白鷗大 会場 専修大

※☆は、有料日です。

１５：２０

拓殖大 松蔭大vs

松蔭大

拓殖大早稲田大vs

１３：４０

１７：００

日女体大筑波大 vs

１１：００

筑波大

１３：４０

１２：４０

vs

１３：４０

１２：４０

１１：００

玉川大vs

早稲田大

vsvs

筑波大

筑波大

１６：００

筑波大

玉川大

１７：３０

日女体大 vs

vs

vs

白鷗大 早稲田大

拓殖大 早稲田大

１２：３０ １４：１０

専修大松蔭大

vs 玉川大筑波大早稲田大

１５：５０

vs

vs白鷗大

早稲田大

白鷗大 玉川大

玉川大

１２：００

１２：４０１１：００

１２日（土）

１０月１０日（土）

☆つくばカピオ

☆つくばカピオ

駒沢屋内球技場Ａ

１３日（日）

１９日（土）

vs

白鷗大vs

１２：００

松蔭大 早稲田大vs

筑波大松蔭大 専修大 拓殖大 vs 早稲田大vs

９月５日（土）
１４：２０

白鷗大vs vs

白鷗大

１１：００ １４：２０

栃木県立県南体育館

６日（日）

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

１２：４０

栃木県立県南体育館

日女体大

１６：００１１：００ １２：４０

早稲田大

松蔭大 専修大 拓殖大

vs 玉川大拓殖大

松蔭大

vs

vs

拓殖大 筑波大

１７：００

vs

拓殖大

１５：２０

拓殖大

松蔭大

筑波大

１７：００

vs 拓殖大

１２：４０ １４：２０

松蔭大専修大 白鷗大

専修大

白鷗大 拓殖大 専修大 日女体大 玉川大

玉川大vs

１５：２０

玉川大

筑波大 日女体大vs vs

vs

vs 白鷗大

vs

vs

専修大

１６：００

１２：４０ １４：２０ １６：００

早稲田大

筑波大 白鷗大

１７：００

日女体大vs

玉川大 vs日女体大

１３：４０

vs

白鷗大

拓殖大

１４：２０

専修大

日女体大 筑波大

拓殖大 玉川大 筑波大

１７：００１５：２０

日女体大vs vs

筑波大

１６：００

vs

専修大vs vs

１６：００

vs

vs

１４：２０

vs

１６：００

日女体大

専修大

日女体大

vs

１５：２０

vs

日女体大 松蔭大

vs日女体大 白鷗大

vs

１２：４０ １４：２０

玉川大専修大 vs

専修大

１７日（土）

日本女子体育大学

日本女子体育大学

☆戸田市
スポーツセンターＡ

専修大vs

vs白鷗大

vs

１１：００

１１：００ １６：００

１４：２０

専修大 早稲田大 日女体大 松蔭大vs

vs 白鷗大

２６日（土）

２７日（日）

１２：００

拓殖大

１１：００

松蔭大

１２：００ １３：４０

vs松蔭大

２５日（日）

１１日（日）

早稲田大 玉川大
☆国立代々木競技場

第二体育館

☆戸田市
スポーツセンターＡ

vs

２４日（土）

１８日（日）

早稲田大
☆国立代々木競技場

第二体育館

日本女子体育大学

松蔭大 早稲田大vs

日本女子体育大学

駒沢屋内球技場Ａ

２０日（日）

玉川大

１２：００

関東大学女子バスケットボール連盟



第５９回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 日程表

日　付

会　場

TO 江戸川大 会場 大東大 TO 日体大 会場 立教大 TO 大妻女大 会場 法政大 TO 順天堂大 会場 青学大

TO 東女体大 会場 国士舘大 TO 学芸大 会場 秋草短大 TO 日本大 会場 神奈川大 TO 國學院大 会場 埼玉大
１２日（土）

TO 立教大 会場 江戸川大 TO 大東大 会場 日体大 TO 青学大 会場 大妻女大 TO 法政大 会場 順天堂大

TO 秋草短大 会場 東女体大 TO 国士舘大 会場 学芸大 TO 埼玉大 会場 日本大 TO 神奈川大 会場 國學院大
１３日（日）

TO 江戸川大 会場 法政大 TO 日体大 会場 青学大 TO 大妻女大 会場 大東大 TO 順天堂大 会場 立教大

TO 東女体大 会場 神奈川大 TO 学芸大 会場 埼玉大 TO 日本大 会場 国士舘大 TO 國學院大 会場 秋草短大
１９日（土）

TO 青学大 会場 江戸川大 TO 法政大 会場 日体大 TO 立教大 会場 大妻女大 TO 大東大 会場 順天堂大

TO 埼玉大 会場 東女体大 TO 神奈川大 会場 学芸大 TO 秋草短大 会場 日本大 TO 国士舘大 会場 國學院大
２０日（日）

TO 江戸川大 会場 順天堂大 TO 日体大 会場 大妻女大 TO 青学大 会場 大東大 TO 法政大 会場 立教大

TO 東女体大 会場 國學院大 TO 学芸大 会場 日本大 TO 埼玉大 会場 国士舘大 TO 神奈川大 会場 秋草短大
２６日（土）

TO 大妻女大 会場 江戸川大 TO 順天堂大 会場 日体大 TO 立教大 会場 青学大 TO 大東大 会場 法政大

TO 日本大 会場 東女体大 TO 國學院大 会場 学芸大 TO 秋草短大 会場 埼玉大 TO 国士舘大 会場 神奈川大
２７日（日）

TO 順天堂大 会場 大妻女大 TO 日体大 会場 江戸川大 TO 大東大 会場 立教大 TO 法政大 会場 青学大

TO 國學院大 会場 日本大 TO 学芸大 会場 東女体大 TO 国士舘大 会場 秋草短大 TO 神奈川大 会場 埼玉大

TO Ａ２位 会場 Ｂ３位 TO Ａ１位 会場 Ｂ４位 TO Ａ６位 会場 Ｂ７位 TO Ａ５位 会場 Ｂ８位

TO Ａ３位 会場 Ｂ２位 TO Ａ４位 会場 Ｂ１位 TO Ａ７位 会場 Ｂ６位 TO Ａ８位 会場 Ｂ５位

TO Ｂ４位 会場 Ａ２位 TO Ｂ３位 会場 Ａ１位 TO Ｂ８位 会場 Ａ６位 TO Ｂ７位 会場 Ａ５位

TO Ｂ２位 会場 Ａ４位 TO Ｂ１位 会場 Ａ３位 TO Ｂ６位 会場 Ａ８位 TO Ｂ５位 会場 Ａ７位

TO Ａ２位 会場 Ｂ１位 TO Ａ１位 会場 Ｂ２位 TO Ａ４位 会場 Ｂ３位 TO Ａ３位 会場 Ｂ４位

TO Ａ７位 会場 Ｂ８位 TO Ａ５位 会場 Ｂ６位 TO Ａ８位 会場 Ｂ７位 TO Ａ６位 会場 Ｂ５位
１８日（日）

TO Ｂ２位 会場 Ａ２位 TO Ｂ１位 会場 Ａ１位 TO Ｂ４位 会場 Ａ４位 TO Ｂ３位 会場 Ａ３位

TO Ｂ６位 会場 Ａ６位 TO Ｂ５位 会場 Ａ５位 TO Ｂ８位 会場 Ａ８位 TO Ｂ７位 会場 Ａ７位

　　＜　２　部　＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

９月６日（日）
Ａ１１：００ Ａ１２：４０ Ａ１４：２０ Ａ１６：００

大妻女大 vs 法政大 順天堂大 vs 青学大 江戸川大 vs 大東大 日体大 vs 立教大

国士舘大学
多摩校舎

Ｂ１１：００ Ｂ１２：４０ Ｂ１４：２０ Ｂ１６：００

日本大 vs 神奈川大 國學院大 vs 埼玉大 東女体大 vs 国士舘大 学芸大 vs 秋草短大

日体大 vs

１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

大妻女大 vs 青学大 順天堂大

國學院大学
渋谷校舎

日本大 vs 埼玉大 國學院大

法政大江戸川大学
駒木校舎

vs

秋草短大 学芸大

大東大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

江戸川大 vs 立教大

vs 国士舘大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs 神奈川大 東女体大 vs

日体大 vs立教大学
新座校舎

大妻女大 vs 大東大 順天堂大 vs

國學院大学
渋谷校舎

日本大 vs 国士舘大 國學院大

立教大

神奈川大 学芸大

青学大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

江戸川大 vs 法政大

vs 埼玉大

１２：００ １３：４０ １５：２０ １７：００

vs 秋草短大 東女体大 vs

日体大 vs
駒沢屋内球技場Ｂ 大妻女大 vs 立教大 順天堂大 vs

浦和駒場体育館Ｂ 日本大 vs 秋草短大 國學院大

大東大

埼玉大 学芸大

法政大

１２：００ １３：４０ １５：２０ １７：００

江戸川大 vs 青学大

vs 神奈川大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs 国士舘大 東女体大 vs

日体大 vs
浦和駒場体育館Ｂ 青学大 vs 大東大 法政大 vs

駒沢屋内球技場Ｂ 埼玉大 vs 国士舘大 神奈川大

立教大

國學院大 学芸大

大妻女大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

江戸川大 vs 順天堂大

vs 日本大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs 秋草短大 東女体大 vs

日体大 vs順天堂大学
さくら校舎

青学大 vs 立教大 法政大 vs

東京女子体育大学 埼玉大 vs 秋草短大 神奈川大

大東大

日本大 学芸大

順天堂大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

江戸川大 vs 大妻女大

vs 國學院大

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs 国士舘大 東女体大 vs

順天堂大学
さくら校舎

大東大 vs 立教大 法政大 vs 青学大 順天堂大 vs 大妻女大 日体大 vs 江戸川大

１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

秋草学園短期大学 国士舘大 vs 秋草短大 神奈川大 vs 埼玉大 國學院大 vs 日本大 学芸大 vs 東女体大

１０月１０日（土）
Ａ１１：００ Ａ１２：４０ Ａ１４：２０ Ａ１６：００

Ａ６位 vs Ｂ７位 Ａ５位 vs Ｂ８位 Ａ２位 vs Ｂ３位 Ａ１位 vs Ｂ４位

国士舘大学
多摩校舎

Ｂ１１：００ Ｂ１２：４０ Ｂ１４：２０ Ｂ１６：００

Ａ７位 vs Ｂ６位 Ａ８位 vs Ｂ５位 Ａ３位 vs Ｂ２位 Ａ４位 vs Ｂ１位

１１日（日）
Ａ１１：００ Ａ１２：４０ Ａ１４：２０ Ａ１６：００

Ａ６位 vs Ｂ８位 Ａ５位 vs Ｂ７位 Ａ２位 vs Ｂ４位 Ａ１位 vs Ｂ３位

国士舘大学
多摩校舎

Ｂ１１：００ Ｂ１２：４０ Ｂ１４：２０ Ｂ１６：００

Ａ８位 vs Ｂ６位 Ａ７位 vs Ｂ５位 Ａ４位 vs Ｂ２位 Ａ３位 vs Ｂ１位

Ａ１位 vs
１７日（土）

Ａ１１：００ Ａ１２：４０ Ａ１４：２０ Ａ１６：００

Ａ４位 vs Ｂ３位

Ｂ７位 Ａ６位

Ｂ４位 Ａ２位 vs Ｂ１位Ａ３位 vs

Ｂ８位 Ａ５位

Ｂ２位

立教大学
新座校舎

Ｂ１１：００ Ｂ１２：４０ Ｂ１４：２０ Ｂ１６：００

Ａ８位 vs vs Ａ６位

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs Ｂ５位 Ａ７位 vs

Ｂ２位 Ａ１位 vs☆戸田市
スポーツセンターＢ

Ａ４位 vs Ｂ４位 Ａ３位 vs

東京女子体育大学 Ａ８位 vs Ｂ８位 Ａ７位

Ｂ３位

vs Ｂ６位 Ａ５位

Ｂ１位

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

Ａ２位 vs

vs Ｂ５位vs Ｂ７位 Ａ６位

関東大学女子バスケットボール連盟



第５９回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 日程表
日　付
会　場

TO 鎌倉女大 会場 群馬大 TO 和洋女大 会場 関東学院大 TO 東洋大 会場 武蔵野大 TO 千葉大 会場 獨協大

TO 関東学院大 会場 鎌倉女大 TO 群馬大 会場 和洋女大 TO 獨協大 会場 東洋大 TO 武蔵野大 会場 千葉大

TO 鎌倉女大 会場 武蔵野大 TO 和洋女大 会場 獨協大 TO 東洋大 会場 群馬大 TO 千葉大 会場 関東学院大

TO 獨協大 会場 鎌倉女大 TO 武蔵野大 会場 和洋女大 TO 関東学院大 会場 東洋大 TO 群馬大 会場 千葉大

TO 鎌倉女大 会場 千葉大 TO 和洋女大 会場 東洋大 TO 獨協大 会場 群馬大 TO 武蔵野大 会場 関東学院大

TO 東洋大 会場 鎌倉女大 TO 千葉大 会場 和洋女大 TO 関東学院大 会場 獨協大 TO 群馬大 会場 武蔵野大

TO 千葉大 会場 東洋大 TO 和洋女大 会場 鎌倉女大 TO 群馬大 会場 関東学院大 TO 武蔵野大 会場 獨協大

日　付
会　場

TO 文教大 会場 山梨学院大 TO 東海大 会場 武蔵丘短大 TO 聖心女大 会場 学習院大 TO 茨城大 会場 創価大

TO 武蔵丘短大 会場 文教大 TO 山梨学院大 会場 東海大 TO 創価大 会場 聖心女大 TO 学習院大 会場 茨城大

TO 文教大 会場 学習院大 TO 東海大 会場 創価大 TO 聖心女大 会場 山梨学院大 TO 茨城大 会場 武蔵丘短大

TO 創価大 会場 文教大 TO 学習院大 会場 東海大 TO 武蔵丘短大 会場 聖心女大 TO 山梨学院大 会場 茨城大

TO 文教大 会場 茨城大 TO 東海大 会場 聖心女大 TO 創価大 会場 山梨学院大 TO 学習院大 会場 武蔵丘短大

TO 聖心女大 会場 文教大 TO 茨城大 会場 東海大 TO 武蔵丘短大 会場 創価大 TO 山梨学院大 会場 学習院大

TO 茨城大 会場 聖心女大 TO 東海大 会場 文教大 TO 山梨学院大 会場 武蔵丘短大 TO 学習院大 会場 創価大

日　付
会　場

TO 医療保健大 会場 桐蔭大 TO 国武大 会場 流経大 TO 慶應大 会場 成蹊大 TO 都留文大 会場 帝京大

TO 流経大 会場 医療保健大 TO 桐蔭大 会場 国武大 TO 帝京大 会場 慶應大 TO 成蹊大 会場 都留文大

TO 医療保健大 会場 成蹊大 TO 国武大 会場 帝京大 TO 慶應大 会場 桐蔭大 TO 都留文大 会場 流経大

TO 帝京大 会場 医療保健大 TO 成蹊大 会場 国武大 TO 流経大 会場 慶應大 TO 桐蔭大 会場 都留文大

TO 医療保健大 会場 都留文大 TO 国武大 会場 慶應大 TO 帝京大 会場 桐蔭大 TO 成蹊大 会場 流経大

TO 慶應大 会場 医療保健大 TO 都留文大 会場 国武大 TO 流経大 会場 帝京大 TO 桐蔭大 会場 成蹊大

TO 都留文大 会場 慶應大 TO 国武大 会場 医療保健大 TO 桐蔭大 会場 流経大 TO 成蹊大 会場 帝京大

＜３部　Ａブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

９月６日（日）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

東洋大 vs 武蔵野大 千葉大 vs 獨協大 鎌倉女大 vs 群馬大 和洋女大 vs 関東学院大
獨協大学

１２日（土）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

東洋大 vs 獨協大

１６：００

東洋大

千葉大 vs 武蔵野大 鎌倉女大 vs 関東学院大

関東学院大 鎌倉女大

和洋女大 vs 群馬大
鎌倉女子大学
大船校舎

１３日（日）
１１：００ １２：４０ １４：２０

vs 武蔵野大 和洋女大 vs 獨協大
関東学院大学
小田原校舎

vs 群馬大 千葉大 vs

１９日（土）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

東洋大 vs 関東学院大 千葉大 vs 群馬大 鎌倉女大 vs 獨協大 和洋女大 vs 武蔵野大
獨協大学

２０日（日）
１２：００ １３：４０ １５：２０ １７：００

獨協大 vs 群馬大 武蔵野大 vs 関東学院大 鎌倉女大 vs 千葉大 和洋女大 vs 東洋大
鎌倉女子大学
大船校舎

２６日（土）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

獨協大 vs 千葉大
関東学院大学
小田原校舎

vs 関東学院大 武蔵野大 vs 群馬大 鎌倉女大

関東学院大 武蔵野大 vs

vs 東洋大 和洋女大

東洋大 和洋女大 vs
２７日（日）

１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

群馬大 vs 鎌倉女大
関東学院大学
小田原校舎

＜３部　Ｂブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

獨協大 千葉大 vs

９月６日（日）
１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

聖心女大 vs 学習院大 茨城大 vs 創価大 文教大 vs 山梨学院大 東海大 vs 武蔵丘短大
聖心女子大学

１２日（土）
１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

聖心女大 vs 創価大

１５：３０

聖心女大

茨城大 vs 学習院大 文教大 vs 武蔵丘短大

武蔵丘短大 文教大

東海大 vs 山梨学院大
聖心女子大学

１３日（日）
１０：３０ １２：１０ １３：５０

vs 学習院大 東海大 vs 創価大
聖心女子大学

vs 山梨学院大 茨城大 vs

１９日（土）
１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

聖心女大 vs 武蔵丘短大 茨城大 vs 山梨学院大 文教大 vs 創価大 東海大 vs 学習院大
聖心女子大学

２０日（日）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

創価大 vs 山梨学院大

１５：３０

創価大

学習院大 vs 武蔵丘短大 文教大 vs 茨城大

山梨学院大 文教大

東海大 vs 聖心女大
浦和駒場体育館Ａ

２６日（土）
１０：３０ １２：１０ １３：５０

vs 聖心女大 東海大 vs 茨城大
創価大学

vs 武蔵丘短大 学習院大 vs

２７日（日）
１０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

山梨学院大 vs 武蔵丘短大 学習院大 vs 創価大 茨城大 vs 聖心女大 東海大 vs 文教大
学習院大学Ａ

＜３部　Ｃブロック＞

９月６日（日）
Ａ１１：００ Ｂ１１：００ Ａ１３：３０ Ｂ１３：３０

慶應大 帝京大 医療保健大

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

vs 桐蔭大 国武大 vs 流経大
帝京大学
八王子校舎

vs 成蹊大 都留文大 vs

１２日（土）
Ａ１１：００ Ｂ１１：００ Ａ１３：３０ Ｂ１３：３０

慶應大 vs 帝京大 都留文大 vs 成蹊大 医療保健大 vs 流経大 国武大 vs 桐蔭大
帝京大学
八王子校舎

１３日（日）
１１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

慶應大 vs 桐蔭大

１７：００

慶應大

都留文大 vs 流経大 医療保健大 vs 成蹊大

桐蔭大 医療保健大

国武大 vs 帝京大
鶴見大学Ａ

１９日（土）
１２：００ １３：４０ １５：２０

vs 帝京大 国武大 vs 成蹊大
浦和駒場体育館Ａ

vs 流経大 都留文大 vs

２０日（日）
１１：３０ １３：１０ １４：５０ １６：３０

帝京大 vs 桐蔭大 成蹊大 vs 流経大 医療保健大 vs 都留文大 国武大 vs 慶應大
流通経済大学
龍ヶ崎校舎

２６日（土）
１０：００ １１：４０ １３：２０ １５：００

帝京大 vs 流経大

１５：３０

桐蔭大

成蹊大 vs 桐蔭大 医療保健大 vs 慶應大

帝京大 都留文大

国武大 vs 都留文大
帝京大学

八王子校舎Ａ

２７日（日）
１０：３０ １２：１０ １３：５０

vs 慶應大 国武大 vs 医療保健大
学習院大学Ｂ

vs 流経大 成蹊大 vs

関東大学女子バスケットボール連盟



第５９回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 日程表

日　付
会　場

TO 横浜市立大 会場 創価女短大 TO 杉野大 会場 神田外大 TO 県立医療大 会場 朝鮮大 TO 武蔵大 会場 文化女大

TO 神田外大 会場 横浜市立大 TO 創価女短大 会場 杉野大 TO 文化女大 会場 県立医療大 TO 朝鮮大 会場 武蔵大

TO 横浜市立大 会場 朝鮮大 TO 杉野大 会場 文化女大 TO 県立医療大 会場 創価女短大 TO 武蔵大 会場 神田外大

TO 文化女大 会場 横浜市立大 TO 朝鮮大 会場 杉野大 TO 神田外大 会場 県立医療大 TO 創価女短大 会場 武蔵大

TO 横浜市立大 会場 武蔵大 TO 杉野大 会場 県立医療大 TO 文化女大 会場 創価女短大 TO 朝鮮大 会場 神田外大

TO 県立医療大 会場 横浜市立大 TO 武蔵大 会場 杉野大 TO 神田外大 会場 文化女大 TO 創価女短大 会場 朝鮮大

TO 武蔵大 会場 県立医療大 TO 杉野大 会場 横浜市立大 TO 創価女短大 会場 神田外大 TO 朝鮮大 会場 文化女大

日　付
会　場

TO 明学大 会場 日本女大 TO 栄養大 会場 目白大 TO 文京学院大 会場 共立女大 TO 家政大 会場 十文字女大

TO 目白大 会場 明学大 TO 日本女大 会場 栄養大 TO 十文字女大 会場 文京学院大 TO 共立女大 会場 家政大

TO 明学大 会場 共立女大 TO 栄養大 会場 十文字女大 TO 文京学院大 会場 日本女大 TO 家政大 会場 目白大

TO 十文字女大 会場 明学大 TO 共立女大 会場 栄養大 TO 目白大 会場 文京学院大 TO 日本女大 会場 家政大

TO 明学大 会場 家政大 TO 栄養大 会場 文京学院大 TO 十文字女大 会場 日本女大 TO 共立女大 会場 目白大

TO 目白大 会場 十文字女大 TO 家政大 会場 栄養大 TO 文京学院大 会場 明学大 TO 日本女大 会場 共立女大

TO 家政大 会場 文京学院大 TO 栄養大 会場 明学大 TO 日本女大 会場 目白大 TO 共立女大 会場 十文字女大

日　付
会　場

TO 昭和女大 会場 常磐大 TO 立正大 会場 埼玉県立大 TO 工芸大 会場 東京女大 TO 明治大 会場 芝浦工大

TO 埼玉県立大 会場 昭和女大 TO 常磐大 会場 立正大 TO 芝浦工大 会場 工芸大 TO 東京女大 会場 明治大

TO 昭和女大 会場 東京女大 TO 立正大 会場 芝浦工大 TO 工芸大 会場 常磐大 TO 明治大 会場 埼玉県立大

TO 芝浦工大 会場 昭和女大 TO 東京女大 会場 立正大 TO 埼玉県立大 会場 工芸大 TO 常磐大 会場 明治大

TO 昭和女大 会場 明治大 TO 立正大 会場 工芸大 TO 芝浦工大 会場 常磐大 TO 東京女大 会場 埼玉県立大

TO 工芸大 会場 昭和女大 TO 明治大 会場 立正大 TO 埼玉県立大 会場 芝浦工大 TO 常磐大 会場 東京女大

TO 明治大 会場 工芸大 TO 立正大 会場 昭和女大 TO 常磐大 会場 埼玉県立大 TO 東京女大 会場 芝浦工大

＜４部　Ａブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

９月６日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

県立医療大 vs 朝鮮大 武蔵大 vs 文化女大 横浜市立大 vs 創価女短大 杉野大 vs 神田外大
武蔵大学

１２日（土） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

県立医療大 vs 文化女大 武蔵大 vs 朝鮮大 横浜市立大 vs 神田外大 杉野大 vs 創価女短大
武蔵大学

１３日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

県立医療大 vs 創価女短大 武蔵大 vs 神田外大 横浜市立大 vs 朝鮮大 杉野大 vs 文化女大
武蔵大学

１９日（土） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

県立医療大 vs 神田外大 武蔵大 vs 創価女短大 横浜市立大 vs 文化女大 杉野大 vs 朝鮮大
武蔵大学

２０日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

文化女大 vs 創価女短大 朝鮮大 vs 神田外大 横浜市立大 vs 武蔵大 杉野大 vs 県立医療大
武蔵大学

２６日（土） １０：００ １１：４０ １３：２０ １５：００

文化女大 vs 神田外大 朝鮮大 vs 創価女短大 横浜市立大 vs 県立医療大 杉野大 vs 武蔵大
帝京大学

八王子校舎Ｂ

２７日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

vs 横浜市立大創価女短大 vs 神田外大 朝鮮大 vs 文化女大
武蔵大学

＜４部　Ｂブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

武蔵大 vs 県立医療大 杉野大

９月６日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

文京学院大 vs 共立女大 家政大 vs 十文字女大 明学大 vs 日本女大 栄養大 vs 目白大
十文字学園女子大学

１２日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

文京学院大 vs 十文字女大

１５：３０

文京学院大

家政大 vs 共立女大 明学大 vs 目白大

目白大 明学大

栄養大 vs 日本女大
明治学院大学
白金校舎

１３日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０

vs 共立女大 栄養大 vs 十文字女大
明治学院大学
白金校舎

vs 日本女大 家政大 vs

１９日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

文京学院大 vs 目白大 家政大 vs 日本女大 明学大 vs 十文字女大 栄養大 vs 共立女大
明治学院大学
白金校舎

２０日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

十文字女大 vs 日本女大 共立女大 vs 目白大 明学大 vs 家政大 栄養大 vs 文京学院大
十文字学園女子大学

２６日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

明学大 vs 家政大
明治学院大学
白金校舎

vs 文京学院大 共立女大 vs 日本女大 十文字女大

目白大 共立女大 vs

vs 目白大 栄養大

文京学院大 栄養大 vs
２７日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

日本女大 vs 明学大
十文字学園女子大学

＜４部　Ｃブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

十文字女大 家政大 vs

９月６日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

工芸大 vs 東京女大 明治大 vs 芝浦工大 昭和女大 vs 常磐大 立正大 vs 埼玉県立大
立正大学
熊谷校舎

１２日（土） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

工芸大 vs 芝浦工大

１６：００

工芸大

明治大 vs 東京女大 昭和女大 vs 埼玉県立大

埼玉県立大 昭和女大

立正大 vs 常磐大
立正大学
熊谷校舎

１３日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０

vs 東京女大 立正大 vs 芝浦工大
立正大学
熊谷校舎

vs 常磐大 明治大 vs

１９日（土） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

工芸大 vs 埼玉県立大 明治大 vs 常磐大 昭和女大 vs 芝浦工大 立正大 vs 東京女大
立正大学
熊谷校舎

２０日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

芝浦工大 vs 常磐大 東京女大 vs 埼玉県立大 昭和女大 vs 明治大 立正大 vs 工芸大
立正大学
熊谷校舎

２６日（土） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

芝浦工大 vs 明治大
立正大学
熊谷校舎

vs 埼玉県立大 東京女大 vs 常磐大 昭和女大

埼玉県立大 東京女大 vs

vs 工芸大 立正大

工芸大 立正大 vs
２７日（日） １１：００ １２：４０ １４：２０ １６：００

常磐大 vs 昭和女大
立正大学
熊谷校舎

芝浦工大 明治大 vs

関東大学女子バスケットボール連盟



第５９回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 日程表

日　付
会　場

TO 東京大 会場 駒沢女大 TO 桜美林大 会場 和光大 TO 理科大 会場 青学女短大 TO 相模女大 会場 成城大

TO 和光大 会場 東京大 TO 駒沢女大 会場 桜美林大 TO 成城大 会場 理科大 TO 青学女短大 会場 相模女大

TO 東京大 会場 青学女短大 TO 桜美林大 会場 成城大 TO 理科大 会場 駒沢女大 TO 相模女大 会場 和光大

TO 成城大 会場 東京大 TO 青学女短大 会場 桜美林大 TO 和光大 会場 理科大 TO 駒沢女大 会場 相模女大

TO 東京大 会場 相模女大 TO 桜美林大 会場 理科大 TO 成城大 会場 駒沢女大 TO 青学女短大 会場 和光大

TO 理科大 会場 東京大 TO 相模女大 会場 桜美林大 TO 和光大 会場 成城大 TO 駒沢女大 会場 青学女短大

TO 相模女大 会場 理科大 TO 桜美林大 会場 東京大 TO 駒沢女大 会場 和光大 TO 青学女短大 会場 成城大

日　付
会　場

TO お茶女大 会場 関東学園大 TO 白百合女大 会場 外国語大 TO 首都大 会場 基督教大

TO 関東学園大 会場 聖徳大 TO 基督教大 会場 白百合女大 TO 外国語大 会場 首都大

TO 聖徳大 会場 基督教大 TO 白百合女大 会場 関東学園大 TO お茶女大 会場 外国語大

TO 外国語大 会場 聖徳大 TO 関東学園大 会場 首都大 TO 基督教大 会場 お茶女大

TO 聖徳大 会場 白百合女大 TO 基督教大 会場 関東学園大 TO お茶女大 会場 首都大

TO 首都大 会場 聖徳大 TO 関東学園大 会場 外国語大 TO 白百合女大 会場 お茶女大

TO 聖徳大 会場 お茶女大 TO 外国語大 会場 基督教大 TO 首都大 会場 白百合女大

日　付
会　場

TO 明星大 会場 鶴見大 TO 上智大 会場 麗澤大 TO 農工大 会場 淑徳大

TO 鶴見大 会場 実践女大 TO 淑徳大 会場 上智大 TO 麗澤大 会場 農工大

TO 実践女大 会場 淑徳大 TO 上智大 会場 鶴見大 TO 明星大 会場 麗澤大

TO 麗澤大 会場 実践女大 TO 鶴見大 会場 農工大 TO 淑徳大 会場 明星大

TO 実践女大 会場 上智大 TO 淑徳大 会場 鶴見大 TO 明星大 会場 農工大

TO 農工大 会場 実践女大 TO 鶴見大 会場 麗澤大 TO 上智大 会場 明星大

TO 実践女大 会場 明星大 TO 麗澤大 会場 淑徳大 TO 農工大 会場 上智大

＜４部　Ｄブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

９月６日（日） １０：００ １１：４０ １３：２０ １５：００

理科大 vs 青学女短大 相模女大 vs 成城大 東京大 vs 駒沢女大 桜美林大 vs 和光大
駒沢女子大学

１２日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

理科大 vs 成城大

１５：３０

理科大

相模女大 vs 青学女短大 東京大 vs 和光大

和光大 東京大

桜美林大 vs 駒沢女大
東京大学
駒場校舎

１３日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０

vs 青学女短大 桜美林大 vs 成城大
駒沢女子大学

vs 駒沢女大 相模女大 vs

１９日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

理科大 vs 和光大 相模女大 vs 駒沢女大 東京大 vs 成城大 桜美林大 vs 青学女短大
東京大学
駒場校舎

２０日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

成城大 vs 駒沢女大 青学女短大 vs 和光大 東京大 vs 相模女大 桜美林大 vs 理科大
駒沢女子大学

２６日（土） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

成城大 相模女大
駒沢女子大学

vs 和光大 青学女短大 vs 駒沢女大 東京大

青学女短大 vs

vs 理科大 桜美林大 vs

桜美林大 vs
２７日（日） １０：３０ １２：１０ １３：５０ １５：３０

駒沢女大 vs 和光大 東京大
東京大学
駒場校舎

＜４部　Ｅブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合

成城大 相模女大 vs 理科大

９月６日（日） １２：００ １３：４０ １５：２０

白百合女大 vs 外国語大 首都大 vs 基督教大 お茶女大 vs 関東学園大
関東学園大学

１２日（土） １２：００ １３：４０ １５：２０

白百合女大 vs 基督教大 首都大 vs 外国語大 聖徳大 vs 関東学園大
聖徳大学

１３日（日） １２：００ １３：４０ １５：２０

白百合女大 vs 関東学園大 お茶女大 vs 外国語大 聖徳大 vs 基督教大
聖徳大学

１９日（土） １２：００ １３：４０ １５：２０

首都大 vs 関東学園大 お茶女大 vs 基督教大 聖徳大 vs 外国語大
東京外国語大学
府中校舎

２０日（日） １２：００ １３：４０ １５：２０

基督教大 vs 関東学園大 お茶女大 vs 首都大 聖徳大 vs 白百合女大
聖徳大学

２６日（土） １２：００ １３：４０ １５：２０

外国語大 vs 関東学園大 お茶女大 vs 白百合女大 聖徳大 vs 首都大
関東学園大学

１３：４０ １５：２０

外国語大 vs 基督教大 首都大 vs 白百合女大 聖徳大 vs お茶女大
東京外国語大学
府中校舎

＜４部 Ｆブロック＞

第１試合 第２試合 第３試合

２７日（日） １２：００

９月６日（日） １１：００ １３：００ １４：４０

上智大 vs 麗澤大 農工大 vs 淑徳大 明星大 vs 鶴見大
明星大学
日野校舎

１２日（土） １１：００ １３：００ １４：４０

上智大 vs 淑徳大 農工大 vs 麗澤大 実践女大 vs 鶴見大
鶴見大学

１３日（日） １１：００ １３：００ １４：４０

上智大 vs 鶴見大 明星大 vs 麗澤大 実践女大 vs 淑徳大
鶴見大学Ｂ

１３：００ １４：４０

農工大 vs 鶴見大 明星大 vs 淑徳大 麗澤大
東京農工大学
府中校舎

２０日（日） １１：００ １３：００ １４：４０

淑徳大 vs

１９日（土） １１：００

vs 農工大 実践女大 vs

実践女大 vs

麗澤大 vs 鶴見大 明星大

鶴見大 明星大

実践女大 vs 農工大
鶴見大学

上智大
東京農工大学
府中校舎

２６日（土） １１：００ １３：００ １４：４０

淑徳大 農工大 vs 上智大

vs 上智大

実践女大 vs 明星大
明星大学
日野校舎

２７日（日） １１：００ １３：００ １４：４０

麗澤大 vs

関東大学女子バスケットボール連盟


